
   

   

 

 

  
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 

岩村町消防操法⼤会    
〜激しい砂ぼこり舞う中で繰り広げられた熱戦〜 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報いわむら 

 

＊H27 ホットいわむら事業 

＊ひなまつり協賛金お礼 

＊（告知）農村の子ども建築ラボ 

＊（告知）河川清掃 

 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 209 番地 4 

http://www.hot-iwamra.com 

平成 27 年 5 月 15 日発行 №45 

ほっと・ホット・もっと

ホットいわむらだより 

5 ⽉ 10 ⽇（⽇）岩⾢中学校グランドにて、岩村町消防操法⼤会が⾏われ、4 つの分団が⽇頃の練習の成果を披露
しました。強⾵でグラウンドに砂ぼこりが舞い、⾵に向かって⽬を開けているのが⾟いほど。操作員にとっては、
難しいコンディションでの操法⼤会となりました。操法⼤会の結果は以下のとおりです。優勝隊は、岩村分団代表
として 6 ⽉１４⽇（⽇）の恵那市消防操法⼤会に出場します。 

消防団員の皆様、本当にお疲れ様でした。 

優 勝 第４部 
準優勝 第２部 

恵那市消防団 岩村分団 第 10 回 消防操法⼤会 結果
 
【優勝隊（第 4 部）メンバー】 

指揮者：近藤海緒さん        １番員：寺尾彰泰さん ２番員：⻄村恭平さん 
3 番員：⽔野充良さん ４番員：可知稔基さん 
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平成 27 年度 城下町ホットいわむら総会 H27.4.24 
  

平成 26 年度の事業報告・新役員・平成 27 年度事業計画・予算案についての議案が承認されました。 

 

H27 城下町ホットいわむら収⽀予算書 
 

収⼊ 
単位：千円

科⽬ ⾦額 
恵那市補助⾦ 4,679
元気発信事業補助⾦ 2,939
繰越⾦ 5,627
事業収⼊ 550
雑収⼊ 467

計 14,262
 
⽀出 

単位：千円
科⽬ ⾦額

事務費 
事務費 1,050

1．健康・福祉 
 特別⽀援学校夏祭りバザー⽀援 40
 地域ぐるみの⾼齢者福祉事業 30
 命のふれあい体験 215
 郷⼟料理・⽂化伝承事業 40
 ⽶作り体験事業 372
 地域住⺠参加型スポーツ交流事業 70
2．⽣活環境 
 防災訓練の充実 5
3．都市交流 
 ゆかりの郷・ふるさと協定交流 30
 ひなまつりの充実と伝建保存会 1,400
 交流⼈⼝の拡⼤事業 450
 グランドデザイン対策事業 50
 観光案内ガイドツール事業 50
4．産業振興 
 いわむら城下おかげまつり 1,000
 空き屋対策事業 50
5．教育⽂化 
 岩村城跡清掃整備作業 55
6．住⺠参画 
 情報共有化対策 350
 住⺠意⾒・要望収集対策事業 50
7．特別事業費 
 恵那・岩村まちなか市 400

元気発信事業 3,094
予備費 
 予備費  5,461

計 14,262
 

 

 

 

平成 27 年度 事業計画_概要（抜粋）  
  
１．健やかで若さあふれる元気なまち：健康福祉  
 ・地域における⼦育て⽀援や特別⽀援学校へのお⼿伝い

を通して、⼀⼈ひとりが⼤切にされ⽣き⽣きと暮らせる
まちづくりに取り組みます。  

１１１１・地域ぐるみでの⾼齢者福祉・児童福祉を推進するため 
の⽅策を検討します。 

 ・「ほう葉寿司」や「五平餅」など昔ながらの郷⼟料理を
⼀緒に作りながら、郷⼟の味を次世代に伝えて⾏きま
す。  

 ・幼児から⾼齢者まで障がいの有無に関わらず、全ての
住⺠が「いつでも・どこでも・楽しく・安全に」スポー
ツに親しむイベント開催に取り組みます。 

  
2．豊かな⾃然と調和した安全な町:⽣活環境    
 ・各⾃治体から選出された⾃主防災隊⻑を中⼼に幅広い

年代に防災意識の研修を⾏い、地域の防災⼒の向上の訓
練の実施や重伝建地区の防⽕訓練などの取り組みによ
り防災意識を⾼めます。  

   
３．快適に暮らせる便利で美しいまち：都市交流   
 ・町⺠⼿作りの「いわむら城下町のひなまつり」を開催

し、⼟産開発と試作をします。 
１１１１１・平成 23 年 10 ⽉岐⾩県より、岩村城跡と岩村城下町が 

「明⽇の宝もの」に認定されました。平成 27 年度も交
流⼈⼝の拡⼤を図るための事業を展開します。 

 ・おもてなし隊として定着してきた「せんしょ隊」の運
営と、「着物で歩く町、岩村」を内外に PR するために
「岩村ふるさと⼩町」の組織の充実と運営を⽀援しま
す。  

  
４．活⼒と創造性あふれる魅⼒あるまち：産業振興  
 ・秋の収穫の喜びと郷⼟への感謝（おかげさま）を伝え

られる場として「いわむら城下おかげまつり」を開催し
ます。町内の特産物や特産品を広く PR する場とすると
ともに、ゆかりの郷等の協⼒を得て、交流⼈⼝を増やし
ます。  

 ・町内の空き家を把握し、空き家解消に向けた事業を展
開します。  

  
５．思いやりと⽂化を育む⼈づくりのまち：教育⽂化  
 ・岩村城跡を恵那市岩村町のシンボルとして、地域住⺠

の⼿で清掃・整備するなどの保存活動に取り組みます。 
  
６．健全で⼼の通った協働のまち：住⺠参画     
 ・ホットいわむらだよりを毎⽉発⾏し、まちづくり活動

について、住⺠に周知し、「⾃分たちの町は⾃分たちで
考えて作っていこう」という意識で誰もが⾃由に参加で
きる幅広いまちづくり組織を⽬指して⾏きます。 

１１１１・ ホームページを活⽤し、地域の情報発信を⾏います。 
  
・上町まちなか交流館の活⽤            
 ホットいわむらが指定管理を受けるまちなか交流館を、
地域住⺠の相互交流をはかり、活⼒に満ちた地域社会を実
現するための場として利⽤促進に取り組みます。 



 

ホットいわむら新執⾏部紹介 
会⻑ 鈴⽊繁⽣ 
【岩村町の好きなところ】 
お年寄りも若い⼈も、協⼒的
である。岩村の⼈は頑固・硬
い⼈が多い。リーダーシップ
を取ってくれる先輩が多い。
町全体がまだまだ⽥舎くさ
い。 

【まちづくりの⽬標・抱負】 
岩村を全国的にもっともっと知ってもらう。町⺠
全体で盛り上げる。次の世代にも受け継げる⼈づ
くり。ホットが維持・発展できる組織・体制づく
り。⽥舎くささは失わないように！ 
 

副会⻑ ⼩栗廣泰 
【岩村町の好きなところ】 
この⽥舎に⽇本を代表する
⽴派な⼭城が作られ、城下
町として栄え、⼟壌に適し
た稲作等、そして⽂化が⽣
まれた、今⽇までの歴史。 

【まちづくりの⽬標・抱負】 
健康福祉、まつり等、活気と賑わいがあるまちを
今以上に盛り上げていきたい。豊富な知識のある
先輩の⽅々、若者の元気を⽣かせる事業の取り組
みと成果を出したい。 
 
 

副会⻑ 加藤哲也 
【岩村町の好きなところ】 
城址・町並みなどの景観。 
多くのイベントがあります
が、それをやり遂げる⼈た
ちのすごさ。 

【まちづくりの⽬標・抱負】 
歴史・景観などを活かして、次の世代に続けてい
けるまちづくり。 
 
 
 

副会⻑ 佐々⽊繁典 
【岩村町の好きなところ】 
岩村城跡と岩村城下町。ま
た、伝統的⽂化が受け継がれ
ているところ。 

【まちづくりの⽬標・抱負】 
⼈のつながりを⼤切にして、⽂化の伝承や経済的
効果が得られる事業を実施していきたい。 
 
■未来チーム  委員⻑ 松井善⾏ 
 
■笑顔チーム  委員⻑ 松浦史和 
 
■共有チーム  委員⻑(兼任) 佐々⽊繁典 

未来共感・笑顔満開 

委
員 

委
員 

委員長 

松井善行 
委員長 

松浦史和 
委員長(兼任)

佐々木繁典

調整会議

（協議会との

調整会議に出席

監事 深萱澄雄 

監事 三輪哲司 

会計 加藤勝也 

副会長 
小栗廣泰 

副会長 
加藤哲也 

副会長 
佐々木繁典 

【敬称略】 

連携連携

未来チーム 
次世代交流と育成事業

・人づくり事業 

・子育て福祉事業 

・米づくり事業 

おかげまつり事業 

 

笑顔チーム 
地域資源利活用・保存事業 

空家事業 

移住・定住調査対策

事業 

ひなまつり事業 

情報共有と発信事業 

防災・防犯・安全事業 

共有チーム 
情報発信と共有事業 

他組織との連携事業 

執行部会との調整事業

 

 

 

 

 

委
員 
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委
員 

委
員 

委
員 

委
員 

委
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     2015 いわむら城下町のひなまつり 

    協賛⾦ご協⼒御礼 
 

いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 
委員⻑ ⻑尾美佐⼦  

 
３⽉１⽇から４⽉３⽇までの「いわむら城下町のひなまつり」を無事終えることができました。 
開催に際し、多くの企業・団体・個⼈の皆様から協賛⾦、寄付⾦のご協⼒をいただき、本委員会 

⼀同、⼼より感謝申し上げます。 
ここに、本イベントへのご協賛⾦実績を下記の通りご報告申し上げます。 

 

    ⼀般協賛⾦     合計 86 件   285,000 円 

   ひなまつり募⾦箱  合計 8 箇所     52,825 円  

ご協賛いただきました皆様のご芳名を下記に掲載し、ご報告とさせていただきます。 

 

協賛⾦ご芳名 
（順不同・敬称略） 

48 年度⼀⼆三会 

加藤すみゑ 深萱康恵 メガネ時計補聴器の藤井 (株)⻄尾

今井順⼀ ⻲井千⾥ ⼩⼭直江 瀬⼾利之 松浦昭吾 三浦義和 ⼋⽊鐘市 ⼭上哲司 
渡會充晃ラベンダー HOLYʼS HOUSE 浅野モータース 居酒屋 殿 エコー⾐料品店 
エコノ中垣   

浅⾒章 勝川哲男 加藤勝美 ⼤⿊屋 ⽥中孝 ⽥中丈雄 遠⼭敦 藤井浩喜 宮澤博光 
和⽥はつ⼦ ⼤⽊奈々・忠幸 清楽寺 みはら あしざわや 匿名１件 

伊佐地陽⼀ ⽯原邦⼦ ⼤嶋直⼦ 川原広⼦ 鈴⽊孝司 ⻄尾茂⽂ 宮地恒 ⽮頭久仁夫  
近藤杏美・⽇奈 ⼭丸屋商店 安藤⽣花店 うめしょう (株)アミール やすだや洋品店 
スポーツショップニシオ きままや 鈴⽊順治商店   

安藤美江 ⽯原恵⼦ 市川淳⼦ ⼩椋敦⼦ 加納進 神⾕和代 後藤弘明 近藤友江 
佐々⽊勇 佐々⽊利雄 杉浦昭⼦ 杉浦敏⼦ 杉本⾦⼀郎 鈴⽊繁⽣ ⽵内誠⼀  
⽥中清明 遠⼭進 ⻄尾博吉 ⻄尾浩⼦ 細野修⼀ 堀尾慶⼦ ⽔野利哉 ⽔野みち⼦ 
森川彰夫 ⼭本なほ⼦ 吉村吉彦 ⼩澤⼀夫・和⼦ ⼩⽊曽琴都･美唄 匿名１件 

秋⼭リツ⼦ ⼤串房⼦ ⼤島⼩枝⼦ 松村茂⽣  

募⾦箱へご協⼒いただいた多くの皆さま   



１ 

お知らせ：「農村の⼦ども建築ラボ」第一回参加者募集中！  
古いお家から農・建築・⾷を学ぶ実験研究型イベントです。 

⼦どもが設計し、⼦どもが建て、⼦どもが発信する・・お楽しみに 
 
【期⽇】平成 27 年 5 ⽉ 24 ⽇（⽇） 
【場所】「茅の宿とみだ」岐⾩県恵那市岩村町富⽥２０２４番地 
【内容】古⺠家の基礎を学ぶべく家をジャッキアップ、お⽶作り 

から⾷の⼤切さも学びます 
【参加対象】 

秘密基地を作りたい⼦どもとそんな⼦どものサポーター(⼤⼈) 
【定員】 15 名 
【参加費】 2,500 円 （昼⾷、保険料込） 
【持ち物】 汚れても良い服装 
【問い合わせ、申し込み】  

電 話:0573-43-4021「茅の宿とみだ」 
メール: kayabuki_tomida4021@yahoo.co.jp    
ホームページ：http://www.kayabuki.enat.jp/ivent.html  

●5 ⽉ 24 ⽇の予定内容 
10：00 うけつけ 
10：30 あいさつ、せつめい 
10：30 家を持ち上げてなおす  
12：00 ⾃分で⼆ギ⼆ギおにぎりランチ 
13：00 おこめをつくる  
15：00 設計を学び作戦会議をする 
16：30 かえりの会をする 

 

ひなのフォトコンテスト⼊選作品展⽰中 
 

2015 いわむら城下町のひなまつりの様⼦をとらえた「ひな
のフォトコンテスト」⼊選作品 17 点が、5 ⽉ 31 ⽇（⽇）ま
で、江⼾城下町の館「勝川家」で展⽰されています。 

是⾮、ご覧ください。 
 

ひなのフォトコンテスト⼊選者紹介【敬称略】  
賞名 ⽒名 住所 作品名
特選 北川郁代 愛知県安城市 いわむらの春

準特選 
渡辺裕⼀ 可児郡御嵩町 ひな祭の彩り
笹⼭達成 名古屋市守⼭区 幸せのおすそわけ
加藤勝⼰ 名古屋市天⽩区 楽しい語らい

⼊選 

平井育⼦ 恵那市 さあ、次の場所へ
⻄尾勝利 ⼟岐市 あかりアートで
古⼭秀清 可児市 たのしい⾳楽祭
加納政⾂ 恵那市 バージンロードへどうぞ
吉村 緑 中津川市 たのしいひなとのふれあい
⻘⽊孝義 中津川市 宵の⽵アート
澤⽥圭造 愛知県半⽥市 ⾒⼊る
⽯⽥ 興 恵那市 華やぐ町並み
酒井隆⾏ 中津川市 よろこびの時間
⽔野公三 多治⾒市 「⽻織っておひなさま気分」

特別賞 
⼤島雅⽂ 多治⾒市 あんな所にお雛さま
熊⽥和徳 名古屋市名東区 雛明かりの道
⾼井昌博 中津川市 魅せられて

 

【特選】愛知県安城市 北川郁代さんの作品 
「いわむらの春」 



いわむら歴史再発⾒vol.17 

●⽔晶⼭の陣所跡（３）－天正３年の岩村城攻防（完結）－ 
 

2014 年５⽉号で中断していた、天正３年（1575）の織⽥信忠によ
る岩村城攻めの続きです。 

５⽉末に始まった攻城戦は 11 ⽉に佳境を迎えます。『信⻑公記』に
よる落城までの動きは次の通りです。 

京都に滞在する信⻑の許に、武⽥勝頼が岩村城の救援のため出陣し
たとの知らせが⼊りました。これを聞いた信⻑は、11 ⽉ 14 ⽇に京都
を出発し、翌 15 ⽇には岐⾩へ戻りました。⼀⽅岩村では、これより
前の 11 ⽉ 10 ⽇に最後の決戦が始まっていました。武⽥⽅が⽔晶⼭
の織⽥⽅の陣所に夜討ち（夜襲）を仕掛け、岩村城内からも呼応して
⽔晶⼭へ討って出たのです。織⽥⽅は河尻秀隆、⽑利⻑秀、浅野右近、
猿荻甚太郎らが防戦し、これを撃退しました。中でも総⼤将である織
⽥信忠は、⾃ら先駆けして岩村城兵を迎え撃ち、逆に城内まで追撃し
ています。この戦いで武⽥⽅は「甲斐・信濃⼤将廿⼀⼈、究竟の侍千
百⼈」を討ち取られる⼤打撃を受け敗退しました。万策尽きた秋⼭⻁ 
繁は、信忠の家⾂塚本⼩⼤膳を仲介として、助命を条件に開城しました。しかし、この約束は反故にされ、秋⼭・
⼤島・座光寺の三将は 21 ⽇に赦免の礼に赴いたところを捕らえられ、岐⾩に送られて⻑良川の河原で磔にされて
しまいます。信忠は残された城兵の投降も許しませんでした。城兵は激しく抵抗しましたが、最後は城内の⼀郭「遠
⼭市之丞丸」に押し込めて⽕をかけ、⼀⼈残らず焼き殺してしまいました。勝頼の救援は間に合わず、落城を聞い
て本国に引き返しました。 

夜襲を仕掛けた武⽥軍の実態はよく分かりません。武⽥の記録である『甲陽軍鑑』にも「勝頼公後詰なりがたくして、
信州伊奈まで御⾺を出され、⼤ゆきにことよせて、岩村の後詰かなわず候に付⽽」とあり、伊那からの援軍ではないよ
うです。おそらくは城兵の⼀部が密かに城を出撃したのでしょう。 

岩村城は河尻秀隆に与えられました。秀隆はこの後、武⽥が滅亡する天正 10 年までの６年間、武⽥、北条など東国
の戦国⼤名を抑える重要な役⽬を担うことになります。武⽥⽒の最前線の城であった岩村城は、今度は織⽥信⻑の東国
計略の最前線の拠点となったわけです。また、岐⾩に凱旋した信忠は、信⻑から織⽥家の家督を譲られ、岐⾩城と美濃・
尾張の⼆カ国を与えられました。この戦いで信忠は織⽥信⻑の後継者の⽴場を確実なものにしたのです。 

（恵那市職員 三宅唯美）
 

お知らせ：「町内⼀⻫清掃」 
やっぱり綺麗な町が好き(^0^)/ 
  
毎年６⽉最初の⽇曜⽇は「町内⼀⻫清掃」です。 
⾬天による中⽌の場合は、午前 7 時に告知放送でご案

内いたします。 
今年も、みなさまのご協⼒をお願いいたします。 

 
⽇にち：平成 27 年 6 ⽉ 7 ⽇(⽇) 

 
★臨時収集場所（草・⽊） 
 ①合原駐⾞場 ②菅沼駐⾞場 

受付時間：9:00〜11:00 
 
★⼟砂臨時捨場 
 岩村町新柱地内旧残⼟捨場 

受付時間：9:00〜11:00 
 

★可燃ごみ（草・⽊以外）・不燃ゴミ 
→振興事務所から配布されたごみ袋に⼊れて、各ごみ 

収集⽇に地区のステーションに出してください 
 

問合せ先： 岩村振興事務所 
電話 0573-43-2111（内線 214） 

水晶山の山頂。人工的な平坦面の周囲には横堀もあ

り、陣所の遺構と考えられる。 



「いわっこクラブ」で⼦どもたちと⼀緒に遊びませんか？ 
「いわっこクラブ」が始まります！ 
９年⽬になった「いわっこクラブ」。⼦どもたちの様々な「体験」と、異年齢や地

域の⼤⼈たちとの「交流」を⽬的に、放課後の⼩学校を利⽤して開催しています。 
今年度は下記の⽇程で⾏います。地域の皆さん、いつでも遊びに来てくださいね。 

 
 
平成 27 年度 年間活動予定 
 ⽇にち 内容 場所 ⽇にち 内容 場所
1 5/11（⽉） マジックショー 体育館 7 9/26（⼟） 稲刈り 富⽥の⽥んぼ
2 5/16（⼟） ⽥植え 富⽥の⽥んぼ 8 10/ 19（⽉） 昔遊び ランチルーム
3 6/8（⽉） ⾃然体験ネイチャーゲーム ⼩学校周辺 9 11/ 1（⽇） おかげまつり おかげ祭り会場
4 6/27（⼟） いわむら探検 岩村町内 10 11/16（⽉） サイエンス ランチルーム
5 7/ 6（⽉） クラフトつくってあそぼ ランチルーム 11 12/14（⽉） 昔遊び 体育館
6 9/7（⽉） 調理 簡単おやつ 家庭科室 12 １/18（⽉） ぷち運動会 体育館

 
今年度も「いわっこクラブ」では、⽉に１度、

⼦どもたちと遊んでいただけるボランティア
を随時、⼤募集しています！⼦どもたちの話相
⼿や、⼀緒に遊んだり⼯作しながら、あなたの
⽣きがいづくりをしませんか。⼦どもたちと楽
しく過ごしたいと思われる⽅はぜひご参加く
ださい。ご協⼒、よろしくお願いします。 

 
お問い合わせ：まちづくり推進部 ⽣涯学習課 ２６－２１１１（内線３４２） 

こんにちは！恵那特別⽀援学校です  

当校の学校⾏事等の年間予定が、以下のようになりました。ここに紹介する⾏事には、岩村町
の皆さんをはじめ、地域の⽅々の⾒学や参観ができるものもあります。ぜひお越しください。 

期   ⽇ ⾏事・内容
６⽉ ６⽇（⼟） ⼩学部・中学部 運動会 （⾬天決⾏：体育館）
７⽉ ９⽇（⽊） 
  １０⽇（⾦） 

第１回ロックビレッジバザール１⽇⽬ 
第１回ロックビレッジバザール２⽇⽬    （体育館１階） 

 ７⽉２５⽇（⼟） 
 

夏まつり（体育館１階） 
（⾼等部⽣徒は城⼭清掃に参加します）

 ９⽉１２⽇（⼟） ⾼等部 体育祭＜予備⽇１３⽇＞ （グラウンド・体育館） 

１１⽉ ６⽇（⾦） 
７⽇（⼟） 

知新祭１⽇⽬                 （体育館）  
知新祭２⽇⽬ 第２回ロックビレッジバザール（体育館１階） 

平成２８年 
２⽉ ４⽇（⽊） 

５⽇（⾦） 
６⽇（⼟） 

 
第３回ロックビレッジバザール１⽇⽬ 
第３回ロックビレッジバザール２⽇⽬ 
第３回ロックビレッジバザール３⽇⽬    （校外を予定） 

３⽉ ４⽇（⾦） 
⾼等部 卒業証書授与式 
※来賓のご案内をさせていただきます 

３⽉１７⽇（⽊） 
 

⼩学部・中学部 卒業証書授与式 
※来賓のご案内をさせていただきます

＊⼤きな学校⾏事は、その都度広報してまいります ＊都合により期⽇や場所を変更することがあります   



 
 
 
 
 
 

総数 5,214 ⼈ （▲3） 〈▲102〉 

男性 2,507 ⼈ （▲7） 〈▲59〉 

⼥性 2,707 ⼈ （＋４） 〈▲43〉 

世帯 1,880 世帯 （＋７） 〈▲20〉 

（  ）内は前⽉との⽐較〈  〉は前年同⽉⽐ 

岩村コミュニティセンター駐⾞場を「バス旅⾏」や「待合わせ」等で⻑時間駐⾞利⽤される場合 

駐 ⾞ 場 利 ⽤ に つ い て の 重 要 告 知 ！ ！
岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センターでは、⼤規模な各種イベントや催しがたびたび開催され来場者が多くな

っています。このため、コミュニティセンター駐⾞場で⻑時間の無断駐⾞をされますと⼤変迷惑となります。 
 このため「バス旅⾏」や「待合わせ」等で駐⾞利⽤される場合は事前に岩村コミュニティセンター及び岩村福祉センター
へ問合せて指⽰を受けてください。（最悪の場合にはレッカー⾞で撤去する場合もあります。） 

いわむらコミュニティセンター情報 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

IWAMURA COMMUNITY CENTER INFOMATION 

チョット昔の想い出話

       
岩村コミュニティセンターの主な使⽤予定 
５⽉23 ⽇(⼟)戦没者追悼式 
５⽉26 ⽇(⽕)うたごえ喫茶 
５⽉31 ⽇(⽇)公⺠館周辺清掃 
５⽉31 ⽇(⽇)フロアーコンサート 
６⽉ 5 ⽇(⾦)⽒⼦総代会 
６⽉13 ⽇(⼟)「望郷の鐘」上映会 
 

三味線に⼊って間もない頃、⼋百年祭があり番会も出席する事になりました。 
公⺠館から郷⼟館まで騎⾺武者が先頭に⽴ち、その後に揃いの着物に⼿甲・脚絆に編笠を被り、三味線を

弾きながら歩きました。岩村⾳頭や岩村⼩唄など暗記で覚えるには⼤変だった事を今でも思い出されます。
（友楽会会員）

５〜６⽉ 




